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岐南校

那加校は3月1日より蘇原校と統合します2月1日より授業開始

新規開校

※入塾に関するお問い合わせ・ご質問は、お気軽に最寄りの校舎まで直接お電話ください。　※電話受付時間／10:00～20:00（土日祝も可）

指導力に自信があるから

を　　　　体感してください。100
1ヶ月
完全無料
体験

開校から早2年。初年度は183名、2年目で228名の入塾
と、多くの皆さまにご理解とご支持をいただいてきました。そ
して迎えた3年目。2年という短い期間ながらも、多くの実績
を残してきたGKのライヴ感溢れる指導力や空気感を、さらに
多くの方々に実際に体感していただきたいという思いから、
1ヶ月の全額返金制度を導入します。通常授業への参加はも
ちろん、自習室の利用や質問対応など、GKのすべてが体験
できます。今の学習方法に満足できていない方、自分を変え
たい方、ぜひ体感してみてください。

2015年
入塾者数

183名
2016年
入塾者数

228名

2年連続、10月末にて入塾締切
若さと勢いだけじゃない。圧倒的な指導力と実績を兼備するGKの講師陣。

様々な経歴をもつ講師陣
学歴はもちろんのこと、海外留学を経験している講師、大手企業やベン
チャー企業から転職してきた講師が多く在籍しているので、社会での経験
を活かした進路指導や相談をすることができます。

優しい厳しさのある講師陣
GKの進学塾は、厳しい塾です。しかし、その芯には人間形成や親孝行と
いうGKが大切にしている信念があります。すべての行動は、お子様の成
長を考えています。学力とともに、心も成長して欲しいと考えています。

楽しさを大切にする講師陣
ただ机に向かっているだけでは、生徒の全てを理解することはできませ
ん。様々なイベントを考え、取り組んでいくことによって、普段の授業では
見られない一面を見つつ、個々に合わせた指導を行っていきます。

全額返金
保証

最先端の学習ツール
iPadを
全校舎・全学年配布
●講習期間には、宿題の配信・提出
●ご家庭から質問がいつでもiPadで
●デジタル社会を生き抜く力を身につける

今や社会では当たり前となりつつあるデジタル機器を使っての学習を取
り入れることによって、講習期間は塾内だけでなく、ご家庭での宿題の配
信・提出を行ったり、iPadからいつでも質問をすることが可能です。イン
ターネットの使い方を子どものうちから正しく学ぶことによって、デジタル
社会を生き抜く力を身につけることが可能となります。また、ペーパーレ
ス化を促進することにより、無駄な資源の利用削減を実現しています。

iPadを使って、ご自宅から質問や宿題も。

92.5%

安城市東新町10-11安城校 2  1  新規開校
GKの進学塾、愛知県に初上陸

水

安城のみなさん、はじめまして。岐阜県に4校舎を展開する進学塾、『GKの進学
塾』が、愛知県にやってまいりました。2年というまだまだ短い歴史ではあります
が、私たちはこの間に圧倒的な指導力による実績を出してきました。もちろん、愛
知県の指導方針や進路・受験についての情報もしっかりと把握しておりますの
で、生徒一人ひとりと向き合うことによって、将来を見据えた進路指導・学習方
法を提案していきます。宜しくお願いいたします。

全額返金入塾 1カ月間GKを体験

自分に合わないと感じたら
遠慮なく申し出てください

GKの進学塾が高校受験において大切にしていることは、「15歳のちっちゃなハートを傷つけない」ことです。高校
受験で人生の全てが決まるわけではありません。生徒一人ひとりの将来を見据えた進路指導を行っていきます。

上位進学校 入試合格率
2016年度 岐阜学区公立高校入試 GKの進学塾生

※岐阜・岐阜北・加納・岐山・長良・各務原西

15歳のちっちゃなハートを傷つけない
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全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切いただきません。
開校3年目の「GKの進学塾」で、本気の春を体験しよう。新年度生募集中。
まじめな塾だから、選ばれる。

高校生コース 1年生 2年生 3年生

英語・数学・国語を中心に5科目完全対応の集団授業を行います。大学進
学を目指す普通科高校の授業内容を踏まえながら、独自のカリキュラムに沿っ
て難関私立・国公立大学合格を目指すハイレベルな授業を展開していきます。

本科コース

授業料

¥23,000（税別）

¥23,000（税別）

¥25,000（税別）

1年生 19:20～21:30水・土 水・土 水・土

2年生 5科目 水・土 水・土 水・土

3年生 火・金 月・木 月・木

学　年 科　目 鵜沼 蘇原 岐南

水・土

水・土

火・金

高富

水・土

水・土

火・金

安城 授業時間

19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

集
団
授
業

個
別
指
導

AO入試やセンター推薦、指定校推薦などによる大学合格を目的としたコー
スです。学校の定期テストに重点を置き、学校の日々の予習・復習を徹底的
にサポートし学年上位を目指します。

推薦コース

職業科

授業料

¥15,000（税別）

¥15,000（税別）

¥15,000

¥11,000

（税別）

（税別）

1年生
2年生

学校

2科目／ 1コマ
3年生

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 岐南安城 授業時間

月・火・木・金から選択
19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

中学生コース 1年生 2年生 3年生

授業形式は集団授業で行い、5科目完全対応です。学校の定期テストに対応
し、内申指導も含め総合的な進路指導をいたします。また、入試を見据えたワ
ンランク上の応用にも挑戦し第一志望校合格を目指します。

1年生 19:20～21:30月・木 月・木 火・金 火・金

2年生 5科目 月・木 月・木 火・金 火・金

3年生 火・金 火・金 月・木 月・木

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 岐南 授業時間

19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

授業料

¥21,000（税別）

¥21,000（税別）

¥23,000（税別）

月・木

月・木

火・金

安城

本科コース

弱点補強コース 文系科目は得意だけれど、理系科目は苦手というような生徒には苦手科目に絞った徹底
的なサポートを、逆に得意科目をさらに伸ばしたいという生徒には応用問題を含めたカリ
キュラムで指導します。また、部活動などで来塾日の合わない生徒にも対応しています。

授業料

¥12,000（税別）

¥12,000（税別）

¥13,000（税別）

1年生
2年生 2科目／ 1コマ 月・火・木・金

から選択
3年生

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 岐南安城 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月～金
から
選択

岐阜高校、岡崎高校、刈谷高校合格を目指す、ハイレベルコースです。とも
に偏差値70以上と全国でも屈指の進学校です。合格するための最高学
力を養成することを目的とし、校舎長が個別カリキュラムを作成します。

岐阜高校・岡崎高校・
刈谷高校 合格コース

1年生
2年生 5科目 月～金から選択

3年生

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 岐南安城 授業時間 授業料

¥50,000（税別）

¥50,000（税別）

¥60,000（税別）

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

集
団
授
業

個
別
指
導

個
別
指
導

英語検定 漢字検定 TOEIC検定コース

GKの進学塾には、小学生～大学生まで受講可能な、「検定コース」があります。小学生・中学生では英語検定・漢字検定、
高校生からはTOEICの検定コースもあります。
検定コースでは、受講者100%合格を目指し、3カ月の短期集中コースで合格保証付き。
個別指導なので、生徒の習熟度に応じた指導方法をとり、確実に合格へと導いていきます。

3カ月 短期で合格保証付き 検定コース

小学生コース 4年生 5年生 6年生

集
団
授
業

個
別
指
導

算数・国語・英語の授業を通して、中学校で高得点を狙える基礎知識の
定着とともに、ハイレベル問題にも対応できる応用力を養います。

4年生 算数・国語・英語 17:20～18:45火 火 月 月

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45月・木 月・木 火・金 火・金

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45月・木 月・木 火・金 火・金

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 岐南

火

月・木

月・木

安城 授業時間 授業料

¥7,000（税別）

¥11,000（税別）

¥13,000（税別）

本科コース

他の習い事などで時間が合わない、大好きな英語をどんどん伸ばしていきた
い人など、弱点補強だけに限らず、個別でみっちりとスキルアップが可能です。

授業料

¥8,000（税別）

¥8,000（税別）

¥8,000（税別）

4年生
5年生 1科目／ 1コマ 月・火・木・金

から選択

月～金
から
選択6年生

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 岐南安城 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

授業料

¥45,000（税別）

¥60,000（税別）
5年生

算数・国語・理科・社会
19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半
月～金から選択

6年生

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 岐南安城 授業時間

岐阜高校・岡崎高校合格コースにつながるハイレベルコースです。小学生から
一貫して岐阜高校・岡崎高校合格を目標とし、教科書の内容を超えた高い学
力と応用力を養います。希望に応じて岐阜県内の私立中学受験にも対応します。

弱点補強コース

スーパーキッズコース

3級
5級・4級

準2級・2級
6級～2級

600点コース・730点コース

¥6,000（税別）
¥8,000（税別）

月・火・木・金から選択 ¥10,000（税別）
¥6,000（税別）
¥8,000（税別）

漢字検定
TOEIC

英語検定
19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

授業料検定内容 コース 高富安城 鵜沼 蘇原 岐南 授業時間

生徒のレベルは様々ですが、
真面目な生徒に真面目に向き合います。

楽しく学び、成長する。それがGKの進学塾。勉強だけでなく、人間としての成長を大切にします。

「親孝行」を軸とした
大学生まで通える進学塾。
私たちが教育のど真ん中に置いてき
たのは、親孝行です。どんなに学歴
を積んで、高収入を得ても、親孝行
が出来なければ人生の大きな役割
のひとつを失う事となります。その
ため、親孝行とは、地元で就職し、親
の老後は近くで生活する事だと教え
てきました。長い人生、失敗することも、成功することもありま
す。これらは、全て『想い出』です。失敗しても、泣き、笑い、そし
て何度でも立ち上がっていく勇気を教育していきます。

今年はディズニー旅行!
友達と一緒に最高の思い出を。
GKの進学塾では、子どもたちの成
長を第一に考えています。成長は、
勉強を通じて見える部分もあれば、
野外活動を通して見えてくる部分も
あります。日常の厳しい勉強生活ば
かりではなく、夏のキャンプ、USJ旅
行、ディズニー旅行などを開催する
ことにより、GKの進学塾では普段見ることのできない、子ども
たちの新たな一面を多く発見し、あらためて普段の学習塾で
の指導に臨みます。
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安城校
2 1

日

岐南中 中3平均 点!!!424
稲羽中 全学年平均 点!!!394
高富中 中1平均 点!!!385
美山中 中2英語平均 点!!!89.3

蘇原中 中3平均 点!!!398

綠陽中 全学年国語平均 点!!!86

鵜沼中 全学年平均 点!!!388
岐南中 中3英語平均 点!!!95.7

中2 Sくん 入塾時 点377 定期テスト1回目 点393 定期テスト2回目 点!!!428
中2 Cさん 入塾時 点387 定期テスト1回目 点422 定期テスト2回目 点!!!444
中3 Tくん 入塾時 点281 定期テスト1回目 点297 定期テスト2回目 点!!!328

他塾と比べてみてください。
GKの中3集団授業生の単価は652円／時。
GKの進学塾は、全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切いただきません。

GKの進学塾では、どのコースに入塾いただいても、入塾金・模試代・諸経費は一切いただいて
おりません。入塾時にかかる費用は、1カ月分の授業料・教材費だけです。また、夏期・冬期の講
習会参加は通塾いただいている生徒のみとなっており、料金も適正価格とさせていただいており
ます。学習塾へ通いたいけれど費用面が心配…という声も多くいただいておりますが、GKの進学
塾では、年間かかる費用もすべて入塾説明時にお伝えしております。まずは他塾と料金比較をし
てみてください。GKの進学塾が選ばれる理由は、ここにもあります。
年間総費用を平常授業208時間、定期テスト対策104時間、各期講習会182時間、入試対策140時間の合計634時間で割ったもの。

※安城校のみ、模試代をいただいております

GKだけのオリジナルイベント。
「楽しい」から、効果あり。
夏 読書感想文を書くのが

100倍楽しくなる体験授業。

冬 算数ってこんなに面白い!?
算数オリンピックに挑戦。

学びを自分の生活に落とし込んで考えることで、たった2時間の指導
で、読書感想文を書き切ることができます。大変だった感想文が、「楽
しい」に変わる講座です。

大人が挑戦しても楽しい、算数パズルのような問題など
暗記力や計算力だけでは解けない、論理的な思考力が身につく
楽しい問題にチャレンジしよう。

塾外部生も
多く参加
しています

※安城校のみ、模試代をいただいております


